柏原地域密着型高齢者施設太寿（特養・グループホーム）
第 39 回（通算回数）運営推進会議記録
開催日時
開催場所

平成 30 年 3 月 13 日（火）ＡＭ10 時 30 分～11 時 30 分
柏原地域密着型高齢者施設 太寿 1Ｆ

地域交流スペース

【構成メンバー】
入居者
２名（特養・グループホーム） 地域住民代表者（地区福祉委員）３名
入居者家族 2 名（特養.・グループホーム） 柏原包括支援センター
1名
柏原市職員 １名（柏原市高齢介護課） 柏原社協ＣＳＷ堅下地区担当
1名
施設職員
3 名（常務理事兼施設長・太寿副施設長・グループホーム管理者）
構成メンバー総数 13 名
【当日参加者】
入居者
０名
地域住民代表者（地区福祉委員）2 名
入居者家族
柏原市職員
施設職員

0名
柏原市包括支援センター 1 名
1 名（柏原市高齢介護課） 柏原社協ＣＳＷ堅下地区担当
１名
6 名（常務理事兼施設長・柏原寿光園副施設長・太寿副施設長
GH 介護職員・GH 計画作成担当者・柏原寿光園デイリーダー）
出席者総数
11 名
【議題・式次第等】
１．開会挨拶（施設長）
２．前回の懸案事項の回答・報告
３．特別養護老人ホーム太寿 活動状況報告、事故及びヒヤリハット等の報告
４．グループホーム太寿 活動状況報告、事故及びヒヤリハット等の報告
（現時点の入居者数・待機者数・介護度別年齢別入居者等の状況説明等）
５．柏原寿光園デイサービスセンター 活動状況報告
６．その他

１

開会挨拶（森田常務理事兼施設長）

おはようございます。平成 29 年度最後の運営推進会議となりますが、前回から 2
か月間のご審議をよろしくお願いいたします。
3 月 1 日に（太寿の本体施設である）柏原寿光園は安堂から高井田に移転・オープ
ンしました。これまでの従来型特養 50 名から［小規模特養 30 名］と［ユニット特
養 30 名］に定員を増加して生まれ変わりました。ショートステイも定員が増えまし
た。ただ、介護職員が必要人数に足りないので、3 階フロアは稼働できていない状況
です。4 月に新卒者 5 名が職員として配置されますが、時間をかけて育成し、2 カ月
をめどにフルオープンしていきたいと考えています。
お時間がございましたら、みなさまも是非見学にお越しください。

２

前回の懸案事項の回答・報告
特にございません。

３ 特別養護老人ホーム太寿
特養担当者・・・

活動状況報告・ヒヤリハット等の報告（別紙により報告）

【入居申込みや相談の状況】
◇3 月 10 の時点で、申込受付件数は「32 件」です。
要介護度別に見てみると、介護度が高くなるにつれて登録者数が減少していきます。
→厚生労働省の指針に基づき、特養では一般的に要介護度の高い方が優先度が高いと判定される仕組
みになっていることから、要介護 5・4 の方はどの施設でも待機順位は上位となりやすくなっていま
す。したがって、複数申し込みをされている高い介護度の方は、さほど待たなくても入居が実現しや
すい状況になっています。高い介護度の方からの申し込み受け付け自体が少なく、当方に待機登録を
していても既に他施設に入居が決まっていること等を背景として、介護度が高くなるにつれて待機者
数が減少していると考えております。
ちなみに、2 月に受け付けた 3 件の入居申込みされた方は、全員「要介護 3」でした。
◇特養ホーム入居に関して、家族様・病院・ケアマネージャーから平均すると月間に 10 件ほど相談
を受けています。この受付数についてはこれまでと大きく変わりはありませんが、今冬に関してはシ
ョートステイ利用の相談が例年以上に多かったです。独居の方が医療機関退院後にすぐに自宅に戻る
のが難しい、高齢者世帯で主介護者が入院した、という理由等でショートステイ利用のニーズが多か
ったです（特に要介護 1・2 の利用者）。
◇「地域包括ブランチ窓口」としての相談についてはこれまでと大きく変わらず、数は多くは無いで
すが、電話や窓口で対応しております。

【入居者様の状況】
◇今年の冬は冷え込みが厳しかったこともあり、全国的にインフルエンザの感染が猛威を振るいまし
たが、特養太寿入居者の中で、
インフルエンザに感染された方は現在のところいらっしゃいません。
また、スタッフ自身が感染した事例は、ショートユニットのパート職員 1 名だけでした。ご面会
の家族様にもご協力いただいたことをはじめとして、感染症対策委員会を中心に講じた蔓延防止対
策が一定の成果を上げることができたと、胸をなでおろしております。まだまだ、油断をすること
はできませんが、温かい春を迎えるまで、もうしばらく辛抱強く対策を継続します。
【入居】
◇3 階西 女性・83 歳・要介護 4
【医療機関に入院】
2 月以降で 2 名の方が入院されました。幸い、重篤なものではなく、3 月に入ってから治療を
終えて元のお住まいユニットに戻っていただくことができました。

【最近の取り組み】

※別紙「ここのところの様子」をご参照ください。

[この間に開催したボランティア様によるイベント]
→感染症対策の一環で、1～3 月の流行期間はボランティア様をお招きしての全体イベントを控えて
いました。4 月になったら再開し、いつも通りバンバンお越しいただく予定です☆☆
◇節分に豆まきを行いました ！個性豊かな 4 体の鬼たちを、豆を投げつける皆様の活躍で見事に撃
退しました！驚きと笑いが入り混じり、どのユニットでも大いに盛り上がりました☆彡
◇イベント再開第一弾として、今月 31 日（土）に恒例の「出張デパート」を開催します。現在会議
をしているこの場所が“デパート”になります。半年に 1 度の開催を心待ちにされている入居者
さんも多く、ご家族様と共に買い物を楽しむ光景を想像すると、今から楽しみです！
◇4 月になったら花見のシーズン、桜の開花に合わせて、今年もユニットごとに柏原市内外に外出す
る予定です
◇こども食堂＆学習支援は、毎週木曜日の開催も定着してきました。平均すると 15～20 名の子供
達が参加し、地域の皆様の支援を得ながら実施が継続できています。課題は多々ありますが、運営
については軌道にのっていると思います。当法人の社会貢献の一環として、今後も地道に活動を継
続していきます。
※こども食堂＆学習支援（毎月第 2・4 木曜日、17 時半～20 時）
※学習支援（毎月第 1・3 木曜日、17 時半～20 時）

４

グループホーム太寿

活動状況報告・ヒヤリハット等の報告

※グループホーム担当者・・・

【入居申込みや相談の状況】
◎平成 30 年 3 月 13 日現在で、空床なし。申し込みは 0 件です。
◎入居に関する問い合わせは 2～3 件ありましたが、申し込みには至っていません。

【入退居状況】
◇平成 29 年 10 月に新規入居者をお迎えして以降、同じ顔ぶれで現在に至っています。
※3 月 13 日現在で、女性 8 名・男性 1 名の計 9 名の方にお住まいいただいています。

【最近の出来事】
◎2 月上旬に風邪が拡大し、計 7 名の方が咳や微熱の風邪症状が出ました。服薬と居室対応を
徹底した結果、幸い大事には至らず、すぐに回復されて普段通りの生活をされるようになりま
した。
◎男性入居者が 3/12 に検査入院となりました。

【最近の取り組み】
《1 月》
〇13 日

第 1 回餃子レクを行いました。

〇28 日 1 月生まれの方の誕生日会を行いました。
《2 月》
〇21 日

第 2 回餃子レクを行いました。

〇18 日 2 月生まれの方の誕生日会を行いました。
《3 月》
〇6 日 おやつレクとして、ファミリーレストランにてスイーツを楽しみました。
※3 月中に計 3 回を予定しています。 ※1 回につき 3 名ずつ。

5 柏原寿光園デイサービスセンター
※デイサービス担当者・・・

活動状況報告・ヒヤリハット等の報告

【柏原市介護予防・日常生活支援総合事業について】
平成 29 年 4 月から開始しました標題事業について、今年度については以前から介護予防サー
ビスを実施している事業所として「みなし指定」を受け、サービス提供して参りました。こちら
のみなし指定の効力が平成 30 年 3 月 31 日までとなります。柏原寿光園デイサービスセンター
では更新手続きを済ませましたので、今後も要支援認定を受けた方に対して総合事業対応事業所
としてサービスを提供して参ります。
【各曜日空き状況】
現在、月曜日と土曜日が定員を満たしている状況です。
各曜日について、定員枠は残り少ない日もありますが、入院者が多く出ていることから、受け
入れについてまだ余裕がある状態です。お申込みいただくご利用者様の状況にもよりますが、ベ
ッド確保や車椅子固定送迎、特殊浴槽利用等でなければ希望日で対応可能です。
【利用者様の状況】
秋から冬にかけて入院者が大変多く出ています。
傾向としては流行り病ではなく、骨折や持病などの原因が多く、感染的に増えたものではあり
ません。また、ご家族の体調不良で自宅での介護が難しくなった方もいらっしゃる等、環境面で
の厳しさもあります。
※平成 29 年 11 月から平成 30 年 2 月にかけての入院者：9 名様
【感染症対策の取り組み】
毎年 11 月から施設に入館する職員・業者様・面会者など、全ての方を対象として玄関での健康チ
ェックを実施し、発熱や風邪症状のある方については入館を控えるといった対応をしています。デイ
をご利用の皆様にもご自宅での検温をお願いし、体調不良時には無理をせずに休んでいただくように
お勧めしています。幸い、今のところデイサービス内での風邪などの流行は見受けられません。
この対応は 3 月末まで続けます。
【移転について】
平成 30 年 4 月より、現在の安堂から高井田に移転することになりました。長く安堂にて地域
の皆様に支えられて運営して参りましたが、新しい施設でも引き続きよろしくお願いいたします。

随時ご利用者様への案内をしているところです。平成 30 年度からの介護保険制度改正内容と
合わせて丁寧に説明して参ります。設備等色んな面で変わることになりますが、引き続き喜んで
いただけるようなサービスをしていきます。

６

その他

要望・助言内容（主な事柄のみ掲載）
◇柏原市職員・・・
3 月に入って寒暖差の激しい日が続いています。この時期ならではの健康管理の注意点や気を
配っている点はありますか？
→（特養担当者）
寒さの厳しい真冬より、三寒四温のこの時期の方が風邪をひきやすく、体調のコントロールは
難しいものです。温かくなってきて油断しがちですが、感染症対策は桜が満開になる頃まで継続
しています。寒暖差の激しいこの時期には、
“寒くならない”ように気を配って温かくなる方に重
心を傾けるように心がけています。動き回っている介護職員の体感だけで判断しないことにも気
を付けております。
◇地域住民代表・・・
この会議に年度初めから計 6 回参加させていただきました。私自身、施設の存在は知ってても
中身についてはわからない状態でスタートしましたが、会議参加を重ねることによって運営内容
をだいぶ理解できるようになりました。いい勉強をさせていただいたと思っております。来年度
も引き続きよろしくお願いいたします。
→（特養担当者）
どうもありがとうございます。地域社会や関係機関の皆様に太寿のことを知っていただく機会
として、我々としてはこの会議をとても重要なものと認識しています。会議の場面だけでなく、
施設機能の開放やインターネットを活用した情報開示など、これまで以上に皆様に知っていただ
く機会を広げていくことが大事だと考えています。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
◇地域住民代表・・・
柏原寿光園が安堂から高井田に移転したと先程報告がありました。安堂の旧施設の跡地利用は
どのようにされる予定ですか？
→（理事長）
原案では、建物内を改装して住宅型有料老人ホームにすることを考えていました。しかし、介
護職員の必要数確保がかなり厳しい現状にあり、移転先の高井田各事業でも苦慮しております。
そのことから、安堂の跡地で住宅型有料老人ホームを運営していくことに疑義が生じています。
法人内で今後の対応は検討中です。原案を持ちつつ、譲渡や売却なども含めて検討を進めて参り
ます。
※次回の運営推進会議は、
「5 月 8 日（火）午前 10 時 30 分～」の予定です。

